
 

 

令和４年１０月１４日                                                             

令和４年度伝統的工芸品産業功労者等表彰の 

受賞者の決定及び表彰式の実施について 

 

経済産業省及び中部経済産業局では、令和４年度の伝統的工芸品産業功労者等表彰

経済産業大臣表彰及び中部経済産業局長表彰の受賞者を決定しました。 

中部経済産業局長表彰の表彰式は、１１月２４日（木）１４：００から、愛知県名

古屋市で開催します。 

 

１．伝統的工芸品産業功労者等表彰とは 

 伝統的工芸品産業の振興に関し顕著な功労があった個人等を表彰することにより、 

伝統的工芸品の国民生活への一層の浸透及び伝統的工芸品産業に携わる方々の意欲 

の向上を図ることを目的として創設されたものです。 

 

２．今年度の受賞者 （詳細は別紙１のとおり） 

 

 

 

 

 

 

功労賞[組合役員等]:伝統的工芸品産地組合等における役員活動の功績を表彰 

功労賞[伝統工芸士]:伝統工芸士として優秀な技能を有するとともに産地振興に貢献した功績を表彰 

奨 励 賞：産地の後継者等であって、産地振興に貢献した功績を表彰 

 

３．「中部経済産業局長表彰」表彰式 

日 時 ：令和４年１１月２４日（木） １４：００～１５：３０ 

場 所 ：ホテルメルパルク名古屋 ２階「羽衣」（愛知県名古屋市東区葵 3-16-16） 

内 容 ：・賞状授与 

・受賞者の作品展示（予定）        

 

※経済産業大臣表彰は、１１月１７日（木曜日）にあきた芸術劇場ミルハス（秋田県）

で開催される第３９回伝統的工芸品月間国民会議全国大会記念式典において表彰式を

行います。 

※中部経済産業局長表彰の表彰式では、記念式典を欠席する中部局管内の経済産業大

臣表彰の受賞者も対象とします。取材要領は別紙２を参照いただき、事前に登録をお

願いします。 

 

   経済産業大臣表彰 

（中部局管内） 
中部経済産業局長表彰 

功労賞 [組合役員等] ２名  ６名 

功労賞 [伝統工芸士] ６名 １４名 

奨励賞 １名 － 



 

 

 

 （お問合せ先） 

   中部経済産業局 産業部 製造産業課長 片桐 

     担当：西谷 

      電話：０５２－９５１－２７２４（直通）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和４年度伝統的工芸品産業功労者等表彰 受賞者一覧 

＜敬称略＞ 

 

１．経済産業大臣表彰（中部経済産業局管内） 

（１）功労賞[組合役員等] ２名 

番号 氏名 役職 工芸品名 県名 

1 鈴木 英之 飛騨一位一刀彫協同組合 理事 一位一刀彫 岐阜県 

2 大西 憲治 協同組合加賀染振興協会 副理事長 加賀友禅 石川県 

 

（２）功労賞[伝統工芸士] ６名 

番号 氏名 役職 工芸品名 県名 

1 片岡 秀美 常滑焼伝統工芸士 常滑焼 愛知県 

2 加納 英行 岡崎石工品伝統工芸士 岡崎石工品 愛知県 

3 斉藤 慎二 高岡漆器伝統工芸士 高岡漆器 富山県 

4 中村 外志人 九谷焼伝統工芸士 九谷焼 石川県 

5 小栗 正男 美濃焼伝統工芸士 美濃焼 岐阜県 

6 打田 幸男 九谷焼伝統工芸士 九谷焼 石川県 

 

（３）奨励賞 １名 

番号 氏名 役職 工芸品名 県名 

1 北野 智己 石川県伝統産業青年会議 前会長 九谷焼 石川県 

 

  

別 紙１ 



 

 

２．中部経済産業局長表彰 

（１）功労賞[組合役員等] ６名 

番号 氏名 役職 工芸品名 県名 

1 加藤 勇 輪島漆器商工業協同組合 監事 輪島塗 石川県 

2 中澤 茂政 岡崎石工団地協同組合 副理事長 岡崎石工品 愛知県 

3 土平 栄一 とこなめ焼協同組合 理事長 常滑焼 愛知県 

4 淺井 泰博 
愛知県絞工業組合 理事 

鳴海絞商工協同組合 副理事長 
有松・鳴海絞 愛知県 

5 西山 鐵隆 石川県牛首紬生産振興協同組合 理事 牛首紬 石川県 

6 徳永 保 七尾仏壇協同組合 副理事長 七尾仏壇 石川県 

 

（２）功労賞[伝統工芸士] １４名 

番号 氏名 役職 工芸品名 県名 

1 前田 豊 岡崎石工品伝統工芸士 岡崎石工品 愛知県 

2 横山 佐知子 加賀繍伝統工芸士 加賀繍 石川県 

3 梶原 泰庸 輪島塗伝統工芸士 輪島塗 石川県 

4 大下 元行 山中漆器伝統工芸士 山中漆器 石川県 

5 長原 久美子 加賀繍伝統工芸士 加賀繍 石川県 

6 渡邉 芳治 名古屋友禅伝統工芸士 名古屋友禅 愛知県 

7 窪田 裕兆 加賀友禅伝統工芸士 加賀友禅 石川県 

8 大兼政 道子 九谷焼伝統的工芸士 九谷焼 石川県 

9 大野 繁保 美濃焼伝統工芸士 美濃焼 岐阜県 

10 市原 智子 美濃和紙伝統工芸士 美濃和紙 岐阜県 

11 津田 朝喜 金沢箔伝統工芸士 金沢箔 石川県 

12 平林 祐二 三河仏壇伝統工芸士 三河仏壇 愛知県 

13 宮腰 徳二 九谷焼伝統的工芸士 九谷焼 石川県 

14 三浦 鈴世 有松・鳴海絞伝統工芸士 有松・鳴海絞 愛知県 

 

 

  



 

 

令和４年度伝統的工芸品産業功労者等表彰 

中部経済産業局長表彰受賞者表彰式（11/24） 

取材要領 

 

○開催日時・場所 

・ 令和４年１１月２４日（木）１４：００～１５：３０（１３：３０受付開始） 

終了時間は、受賞者の参加人数により変動します。 

・ 会場：ホテルメルパルク名古屋 ２階「羽衣」 

・ 同会場にて、希望される受賞者の作品展示を行う予定としています。 

○受付 

・ 受付時間：１３：３０～１３：５５ 

・ 受付場所：ホテルメルパルク名古屋 ２階「羽衣」前 

○撮影可能時間 

・ １４：００～１５：３０ 

○取材申込 

・ 別添｢取材登録票｣により、事前にメールにてお申し込みください。 

○その他 

・ 受付でお名刺を頂戴します。 

・ 取材される方は、必ず自社腕章及び ID カード等ともに御着用ください。 

・ 当日の取材にあたっては、会場への入退室、カメラ撮りのタイミングなど現

場の係員の指示に従ってください。 

・ 会場での取材におきましては、マスクの着用、検温、手指消毒、身体的距離

の確保等の新型コロナウイルス感染防止対策への御協力をお願いします。 

○お問い合わせ先 

中部経済産業局 産業部 製造産業課 片桐、西谷 

 

  

別 紙２ 



 

取材登録票 

会社名：           支局名：           

 

代表取材者氏名 連絡先（携帯番号） 

  

E-mail アドレス： 

取材者氏名 
属性 

（記者、ムービー（カメラマン、アシスタント）、スチールカメラマン他） 

  

  

  

 

 

 

 

 

※取材要領の変更がある場合、メールまたは携帯番号に連絡いたしますので、記載漏れの

ないようご注意ください。 

 

申 込 締 切：令和４年１１月１８日（金） 

メール宛先：chb-seizo@meti.go.jp 

mailto:chb-seizo@meti.go.jp
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